
com-mu-ni-ca-tion bul-le-tin

お客様とSMTを結ぶ 2002 NO.35
¡2002年４月１日発行

住友金属テクノロジー株式会社 
本社¡尼崎市扶桑町1ー8 0660ー0891
106ー6489ー5778 FAX06ー6489ー5799
http://www.smtーinc.co.jp/

2002年４月１日 （1）2002年４月１日（4） 

春号 

P

φ40

φ20

φ55

20

15

20
7

(mm)

（b）異形黒鉛型 

P

P

SPS
特
殊
焼
結
電
源

SPS
制
御
装
置

S
P
S

特殊加圧機構 

水
冷
真
空
チ
ャ
ン
バ
ー

粉
体

上部 
パンチ電極 

上部 
パンチ 

下部 
パンチ 

焼結 
ダイ 

下部 
パンチ電極 

・到達温度：max　2000℃ 

・成形圧力：max　20 tnof 

・雰 囲 気：真空、不活性（Ar,N2） 

・成形サイズ：～φ60×～ t 60（mm） 

位置計測機構 

雰囲気制御機構（真空/Ar） 

水冷機構 

温度計測装置 
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（a）接合部の断面写真 
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SUS 　鉄道は、新幹線をはじめ、近郊電車や地下
鉄及び路面電車に至るまで日々の生活にはな
くてはならない交通手段となっております。
また、交通渋滞が慢性化している都市内の移
動手段として通勤や通学などで、多くの人々
に利用されています。これら鉄道の第一の使
命は言うまでもなく安全で乗り心地に優れる
輸送サービスにあり、車両の製造、運行並び
に保守等で最高水準に管理されております。
ここでは、その一翼を担う鉄道車両の計測技
術の一端についてご紹介致します。　

　鉄道車両の安全性を評価する指標として・
車両の脱線や転覆に対する安全性や・車両の
構造物としての強度（金属等の疲労）評価な

どが上げられます。また、安全に対する評価
とは別に・車両の乗り心地に対する評価も行
っております。例えば、揺れが少なく、騒音
が小さい車両は心地よい眠りを誘うように乗
り心地が良いものです。この様な車両を実現
するために我々は車両の振動や騒音なども測
定し評価しております。

　先に述べた鉄道車両の評価に必要な計測技
術は応力、歪や力の測定をはじめに、音や振
動並びに変位等の物理計測技術です。特に鉄
道車両のこれらの物理現象を計測する必要上

昔から、鉄道の計測に従事する技術者は数々
の工夫を行っており、その技術が伝承されて
きました。
　その最たるものは鉄道車両の脱線に対する
安全性を評価する計測技術であり、その計測
手段としてＰＱ輪軸と呼ばれる特殊な輪軸が
開発されました。写真１に新幹線用脱線係数
測定輪軸（ＰＱ輪軸）と校正状況を示します。
ＰＱ輪軸とは脱線係数測定輪軸のことで、車
輪にレールから上下方向にかかる荷重（Ｐ；垂
直圧）と左右方向からかかる荷重（Ｑ；横圧）
を測定するために製作された輪軸の総称です。

脱線係数（Ｑ／Ｐ）を求めることができます。
　車輪に歪ゲージと呼ばれるセンサーを貼り
付け、作用した力により車輪の極僅かな変形
を捕らえようとするものです。これにより走
行中の車輪変形を捕らえてレールから車輪に
作用する力の状態を瞬時に把握し、車両の脱
線に対する安全性が評価されています。写真
２に試験車両に組み込まれたＰＱ輪軸を示し
ます。また、試験車両内の計測状況を写真３
に示します。
最近では特に計測器やＩＴ技術の目覚しい
進歩により、数ミクロンの現象を10万分の
１秒の変化で捕らえることができるように
なり、今まで計測が出来なかった領域の問題
まで議論が出来るようになりました。
　鉄道という高速移動する物体の物理現象を
捉えるために培われた弊社の技術力と最先端
の計測技術は、必ずや皆様の抱える問題を解
決するものと考えております。

「鉄道車両の計測技術：PQ測定」

鉄道産機事業部　車両試験部 
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図１　放電プラズマ焼結装置の基本構成と加工能力1)
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写真１ 新幹線用　脱線係数測定輪軸（PQ輪軸）と校正状況 
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始まりの季節です。 
新しい学校や勤務先へ通うことが決まり、電車に乗る機会が増える方も多いことでしょう。 
満員電車から降りてくる人を眺めていると、よくもまあ、これほどの人が 
安心して身を任せているものだと、あらためてその公共性の高さに驚かされます。 
今回表紙では、そんな電車の安全を守る計測技術についてご紹介します。 

写真２ 試験車両に組み込まれたPQ輪軸 

写真３ 試験車両内の計測状況 
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2. 鉄道車両の評価項目 

3. 鉄道車両の計測技術 

SMT

放電プラズマ焼結とは１） 1.
　放電プラズマ焼結の原理を簡単に説明しま
す。図１に示す装置において、上・下部パン
チを通して加圧しながらパルス通電すると、
両パンチ間にある粉体粒子は、最初粒子どう
しに放電が起り、プラズマ状態になり固着す
ると言われています。そして、固着後は電流
の通り道ができますので、ジュール熱が発生

し焼結します。 
　この様な焼結法を放電プラズマ焼結（Spark 
Plasma Sintering以下SPS焼結と呼ぶ）とい
い、下記に示す特徴があります。 
（1）一般に、数分程度で焼結が可能なため 
結晶粒の粗大化を抑止できる 
　（2）放電プラズマによって、粉体粒子の表面
酸化膜などのコンタミネーションを除去できる 
（3）多孔体から真密度に近い成形体まで焼  
結が可能である 
（4）ダイを工夫することによって、傾斜機 
能材などを作製することが可能となる     
（5）従来のホットプレス（Hot Press）、    
熱間等方圧焼結（Hot Isostatic Press）、常
圧焼結（Pressure-less Sintering）に比べ、 
100～200℃低い温度で焼結ができる 
　（6）「焼結」だけでなく、「接合」も可能である  

金属やセラミックスの焼結だけでなく、そ
の複合材（サーメット）や傾斜機能材・金属
間化合物・半導体用電子材料・コンポジット
（高分子／メタル）材料など幅広い分野の高
付加価値機能材開発に最適な焼結法です。こ
こでは、熱電変換多孔体材料・傾斜機能材料
の研究開発事例を紹介することにします。 

（1）熱電変換多孔体材料2) 

　往復動燃焼を用いた熱電変換システムの高

効率化が提案されている。このシステムでは、
熱電素子内部でガス燃焼を行うため、多孔構
造体で素子を形成する必要がある。そこで、
資源的に豊富で耐熱・耐食性に優れている
FeSi2粉末を用い、SPS焼結法により熱電変
換多孔体素子を試作した。 
  原料粉末は、直径500～700μmのアトマイ
ズ粉（n-type:Fe0.95Co0.05Si2.0、p-type：
Fe0.9Mn0.1Si2.0）を用い、単相化処理（850

℃×50hr）を施した。黒鉛型内にガラス繊維、
電極用Ag箔と共に挿入し、ガラス繊維でCo、
Mnドーピングを分別配置した後にSPS焼結（温
度750℃、圧力75～125kgf/㎝2、時間２min、
真空度10-2Torr）を行った。この結果、出力
電極を有し、ガラス繊維でp/n分離された
FeSi2多孔体素子（φ30×t20mm）を試作で
きた。（図２参照） 

（2）傾斜機能材料3) 

　図３（a）は、SPS温度傾斜焼結法により作製
したZrO2/SUS304傾斜材接合部の断面写真で、
図３（b）は、その時に用いた異形黒鉛型である。 
　SUS304粉末の平均粒径は3μmであり、
ZrO2粉末には3wt%Y2O3を添加したサブミク
ロンの粉末を用いている。SUS304とZrO2の
間には、 SUS304/ZrO2比で3/1、1/1、1/3 
の混合組成粉末を順に積層し、表裏と合せて
5層から成る傾斜機能材（φ20×t3mm）となっ
ている。各接合面には、微小なポアやクラッ

クなどは認められていない。SPS焼結は、温
度1250℃、時間 5min の条件で実施した。   

 

今回は、SPS焼結による研究開発事例を紹
介しましたが、非球面レンズ用射出成形金型
の製作や高速超塑性加工用アルミ合金ビレッ
トの製作など、既に生産プロセスの手段とし
て実用化されている例もあります。 
　弊社におきましても、SPS焼結機を活用し
た委託加工や研究提案を行い、新事業創出の
お役に立ちたいと考えております。 
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図３　ZrO2／SUS304　傾斜接合SPS焼結体3)
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●お問合せはこちら
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